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微生物とは何か

ウイルス

真菌（カビ）

細 菌

インフルエンザ ＳＡＲＳ エボラ ｱｳﾄﾌﾞﾚｲｸ

O 157 サルモネラ レジオネラ ｾﾙｳｽ菌

黄色ブドウ球菌など 移動 食物 水

ペニシリウム属 リゾーブス属
アルテナリア属 アスペルギルス属

移動 空中

空中浮遊菌 大きさは 0.3 ～ 8 μ（ミクロン）

H5N1 死亡率５０％ ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ 感染爆発

ｳｲﾙｽは変化する 移動人間 動物
原核生物

非細胞性

真核生物



微生物Microbes

ウイルス(viruses)・ウイロイド(viroid)・プリオン(prion)

細菌（bacteria)・藍色細菌(cyanobacteria)・古細菌(archaebacteria)

インフルエンザ ＳＡＲＳ エボラ ｱｳﾄﾌﾞﾚｲｸ

O 157 サルモネラ レジオネラ ｾﾙｳｽ菌黄色ブド
ウ球菌など 移動 食物 水

動物・植物・真菌・原虫・藻類

真 菌： 移動 空中 大きさは 0.3 ～ 8 μ（ミクロン）

H5N1 死亡率５０％ ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ 感染爆発

ｳｲﾙｽは変化する 移動人間 動物

原核生物 Prakaryotes  

非細胞性 RNA・DNAどちらのゲノムを持つかによって分類

真核生物 Eukaryotes

原虫(protozoa)・真菌(fungi)・藻類(algae)



ウイルス(viruses)
特徴 ： 移動は、動物から人間へ・・・・・・・

ウイルス（viruses)は、感染爆発（パンデミックス）をします。

• スペイン風邪 ：世界人口１８億～２０億人 日本5,500万人

感染源：カナダ鴨ー豚ー人間

世界感染者５億人死者5,000万~1億人 日本３９万人

病原体：A型インフルエンザウイルス （H1N1亜型）

死亡原因：サイトカインストーム

・コロナウイルス感染症

SARSコロナウイルス（2002～2004）感染源：キクガラシコウモリー人間

感染者30ｹ国 8,422人 死者916人

MERSコロナウイルス感染源：ヒトコブラクダー人間

感染者27ｹ国 2,494人 死者858人

・新型コロナウイルス

SARS・ MERSコロナウイルスとは全く違う、人類初めて遭遇した

新種のウイルスです。



細菌の実態

細菌の生態

古細菌
archaea(アーキア）

細菌は大きく分けて 真正細菌
bacteria(バクテリア）

細菌(バクテリア）とは・・・

①形状

球菌 （黄色ブドウ球菌） 桿菌 （大腸菌） ラセン菌 （カンピロバクター）

②大きさ 0.5～5μm ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ (1μmは1㎜の1000分の1）

③生育環境 ほぼ全ての環境に分布

④健康被害 食中毒 感染症
コレラ菌、赤痢菌、
セレウス菌、黄色ブドウ球菌

⑤成長と増殖 単純な2分裂のものが多い 腸炎ビブリオは10分に1回分裂
大腸菌は20分に1回分裂

O157 、サルモネラ、
腸炎ビブリオ



第１章 環境に生息するカビ達

カビは空を自由に飛びます（空中浮遊菌）
高等微生物



カビの成長メカニズム
（初級編）

これより空中浮遊菌から

どのように成長・繁殖するかを

説明します



空中浮遊菌が雨粒の中に取り込まれて壁面に付きます



生育条件を満たしているか確認 ダメなら再浮遊します



条件を満たしたら粘液を排出します

核菌と呼び名が
変わります



菌糸と呼ばれる糸を出します



菌糸の静電気により空気中のホコリやチリを吸着させます



栄養分を菌糸体へ供給します



菌糸の先端に新たな胞子を作り、その胞子に色を付
けます。



胞子を飛ばして新たなコロニーを拡げていきます

次に核菌から
発がん性物質

（アレルゲン）
を出します

アフラトキシン







第２章カビ大量発生の要因



カビが大量発生している要因

住居の高気密化

室内温度の安定

人為的生活様式の変化

タイル 胞子の数

１cm ２０～４０億個

清掃のやり方の悪さ

ブラシでこすり胞子を飛ばす

温暖化現象 便利性を追求すると環境破壊



丸くなった水滴



カビが大量発生している要因

タイル 胞子の数 １cm ２０～４０億個 空調設備 エアコン内





第３章カビの基礎知識
真菌の種類

１．mold fungus 菌糸状真菌 ( mycelial fungus )・糸状菌 ( filamentous )

２．yeastlik fungus  酵母状真菌

３．dimorphic fungus 二形性真菌

深在性真菌表在性真菌

酵母は、単細胞で
単一タイプの形態
（栄養形）で発育し

分裂を起こして増殖する。

環境条件や培養条件に応じて菌糸状形態（菌糸形 hyphal ）と
酵母状形態（酵母yeast ) のいずれでも発育できる真菌。

重要な病原性真菌が多数含まれている

菌糸状真菌 ( mycelial fungus ) 又は、
糸状菌 ( filamentous fungus )を指す。

「 カビ MOLD 」とは、通常糸状菌のことを指し
ている。



真菌(カビ・酵母)の生態
地球上に約８，０００種類。 その内、人体に影響するものは約６０種類

日本国内に約 半数以上が生息。

真菌の発育条件 1. 温度

2. 湿度

真菌の性質には 表在性 と 深在性 が有ります。

Cladosporium cladosporioides ：－5～32℃
Asperrgillus flavus                    ：10～48℃

相対湿度 70％以上 が発育に適した条件

Eurotiumz(ﾕｰﾛﾁｳﾑ)属 ：AW(水分活性) 0.65
しかし、Aw(水分活性) 0. 65以下でも発育可能なものも

3. 酸素 カビは、酸素がまったくない状態では発育できません。
脱酸素剤等の対処は、有効だが、低酸素濃度で発育可能な
真菌(ﾑｺｰﾙ属、酵母)もいますので、過信は危険です。

4. ｐＨ 最適条件は、 ｐＨ4～6 の弱酸性

カビ毒(マイコトキシン)を産生するものがあり、食中毒や発がん性リスクがある。
(マイコトキシン：アフラトキシン、オクラトキシン、シトリニンなど)

しかし、発育可能な条件は、ｐＨ3～9 と広範囲です。
酸性側では、耐性があるが、アルカリ側では、発育が阻害される

発育可能な温度 0℃～45℃ 最適温度：20～28℃



真菌の細胞

細胞壁（外膜）
細胞壁（内膜）

核（DNA）

液 胞

小胞体ミトコンドリア

ミトコンドリア



ペニシルウム属 Penicillium

アオカビ

栄養菌糸が発達しています



ペニシルウム属 Penicillium

菌糸の先端がのびています。 菌糸体 mycelium  



ペニシルウム属 Penicillium

栄養菌糸から生殖菌糸
（空中菌糸)を出す

栄養菌糸の塊



ペニシルウム属 Penicillium

胞子が成長して胞子に色がつきます。



アスペルギルス属 Aspergillus niger

実態顕微鏡：真菌の発生メカニズムを捉えることが出来ます。

現在の写真光学顕微鏡

生殖器官RO 生殖菌糸（空中菌糸)RH Reproductive hypha (aerial hypha)

無性胞子 asexual spore 栄養菌糸（基質菌糸）VH
無性胞子形成の特徴は、フィアロ型分生子 vegetative hypha (substrate hypha)
Phialoconidiumです。 培地の栄養基質に付着・侵入して栄養素取り込み
アイアライド(phialide)と呼ばれる特殊な 菌糸の根元から先端部へ輸送する。
形態を持つ分生子形成細胞から生じる。

実体顕微鏡



ペニシリウム属

走査型電子顕微鏡
Scanning Electron Microscope 

Penicillium



発育菌糸先端部 Ｇｒｏｗｔｈ ｍｙcelia the tip



成熟菌糸 Mature mycelia

Transmission Electron Microscope 

透過電子顕微鏡菌糸写真



菌糸の老化（自己融解）
Aging of mycelia (Autolysi)





ペニシュリウム属オーランティオグリセウム
Penicillium aurantiogriseum

• 汚染、劣化、腐敗、アレルゲン、マイコトキシン(シトリニン)食中毒
• アレルギー：アレルギー体質の皮膚テストでは、陽性が最も多く
認められるカビの一種として知られています。



深在性真菌

表在性真菌が行く手を阻むと、深在性真菌は、栄養菌糸（基質菌糸）
vegetative hypha (substrate hypha)は、栄養基質に深く侵入して栄
養素を取り込む。

Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ



深在性真菌

しかし、栄養素が豊富な培地の端になると、栄養菌糸（基質菌糸）vegetative hypha (substrate hypha)は、
栄養基質に深く侵入して栄養素を取り込む。

Aspergills niger は深在性真菌に分類されますが、栄養気質が豊富な場合（寒天培地上）は、
栄養菌糸（基質菌糸）vegetative hypha (substrate hypha)は、培地の栄養基質に付着し、栄養
素を取り込み菌糸の根元から先端部へ栄養分を輸送します。つまり培地の栄養基質に深く侵入
して栄養素を取り込まない。

Aspergills niger



表在性真菌

Ｒｈｉｚｏｐｕｓ

Ｒｈｉｚｏｐｕｓは表在性真菌に分類されます。栄養気質が豊富な場合（寒天培地上）は、栄養菌糸
（基質菌糸）vegetative hypha (substrate hypha)は、培地の栄養基質に付着し、栄養素を取り
込み菌糸の根元から先端部へ栄養分を輸送します。つまり培地の栄養基質に深く侵入して栄養
素を取り込まない。



透過型電子顕微鏡による菌糸の観察

5 mm5 mm

通常の菌糸断面耐性の出来た菌糸断

Transmission Electron Microscope 



第５章 カビの洗剤と清掃の仕方

１ 分解作用で根絶できる

クラドスポリウム属にモルドバスター（カビ用） 塗布後 １０分間の顕微鏡写真



真菌（アスペルギルス属）分解動画



カビ発生の木部



カビ発生のジプトーン

カビ除去施工は、刷毛で塗布するだけです。ブラシで擦ったりいたしません。



外壁・コンクリート部に付着した
カビ洗浄剤施工例

洗剤を掛けて３０分後に水洗い。こすっては落としません



第６章 カビの清掃の仕方と対策

１．防カビ剤を塗布する。

２．必要に応じて湿布する。

３．防カビ剤塗布後、カビが分解するまで

３０分観察する。

４．カビ除去確認後ケイ酸リチウム系

表面含侵材を塗布して再発生を防ぐ。



代表的な真菌（カビ）の種類

クラドスポリウム属

リゾーブス属

カビの名前を３種類覚えて帰ってください。

アスペルギルス属 ペニシリウム属 アルテナリア属

フォーマー属 アクレモニュウム属 ユミケカビ属

三種類覚えると先生になります。


